
成長する企業のための

「インターンシップのすすめ」

文部科学省によると、 インターンシップとは 「学生が在学中に自らの専攻、 将

来のキャリアのために関連した就業体験を行うこと」と定義されています。

徳島県においても、就職前の学生を職場で受け入れる 「インターンシップ」を

行う企業が増えています。「インターンシップ」は学生だけでなく、 受け入れる

企業にとってもメリットがある制度だと認知されてきたからでしょう。

そんな「インターンシップ」について、あらためて各企業の人事・採用担当の皆

様に理解を深めていただき、 双方にとってより実りある 「インターンシップ」 の

実施にお役立てください。

−− 徳島県 −−

感染拡大防止のため

「とくしまスマートライフ宣言！」
の実践を改めてお願いします。



はじめに

 ◆ インターンシップの現状（全国的な傾向）

民間企業調査によると、インターンシップを受け入れている企業の割合が2017年には68.1%でしたが、2018
年には73.7%と上昇傾向にあります。（「就職白書2018～インターンシップ編～」株式会社リクルートキャリア）

また、学生のインターンシップの参加率についても、2020年・春卒業の学生が53.6%でしたが、2021年・春
卒業予定の学生が64.9%で、こちらも上昇傾向にあります。（「マイナビ大学生インターンシップ前の意識調査」株式会
社マイナビ）

このように、「インターンシップ」は学生の就職活動において重要かつスタンダードなものになってきています。

 ◆ インターンシップを行うメリットって？
では、そのインターンシップを行うことで企業にはどんなメリットがあるのでしょうか？

など、多くのメリットがあります。

（ミスマッチ）

（指導力アップ）



 ◆ 実りあるインターンシップにするために
「インターンシップ」とひとことで言っても、見学型や体験型からプロジェクト参加型までタイプはさまざまです。ま
た、実施期間についても1週間程度が基本とされますが、1日だけの実施のものから1ヵ月以上の長期間の場合
もあります。
各企業の業種や規模、採用計画などによって最適なインターンシップの形は異なります。

インターンシップで最も多いのは、企業に対して大学側から受け入れを要請されるパターンです。この場合、どう
しても企業側が受け身となるため、インターンシップの目的や企業課題が不明瞭なまま実施されることが多くなり
ます。
また、大学生側にも「就職活動や単位取得のためなので、どこの企業でもいい」という姿勢で参加する学生が
いるのも現実です。
こうした状況でインターンシップを実施してしまうと、企業・学生双方が「メリットがなかった。つまらなかった」と
いう最悪の結果になってしまいます。
学生がインターンシップ先を選ぶ条件は、業種や仕事内容、企業規模だけではありません。他では経験できな
い、貴重で魅力的なプログラムを求めています。
そのために重要になってくるのが、「目的の設定」とそのための企業課題の明確化です。
インターンシップの目的が明確に設定できたら、その目的達成（課題クリア）のためのプログラムを考え、どんなタイ
プで、どれぐらいの期間が適切か？を検討し、実行するための社内体制を整えていくという流れになります。
インターンシップに作業効率を求めてはいけません。インターン生は企業に率直な意見を述べ、企業に気づき
の機会を与えてくれます。これらの意見や気づきから、企業にとって本当のメリットが生まれるのです。

ぜひ、実りあるインターンシップの実現にチャレンジしてみてください。

学 生
Student Company

企 業



インターンシップ導入までの流れ

インターンシップの実施までは、通常下記のようなスケジュールとなります。
企業にも学生にも双方にメリットのあるインターンシップにするには、相応の準備期間を要します。

これらの準備過程の中で最も重要なのが［目的の設定、受入体制の整備、プログラムの作成］です。
次項より、少し詳しく解説いたします。

［導入準備スケジュール例 ※8月実施の場合］

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

目的の設定

受入体制の整備

プログラムの作成

募集

マッチング

オリエンテーション

指導・評価

目的の設定

受入体制の整備

プログラムの作成

募集

マッチング

オリエンテーション

指導・評価



目的の設定

目的例

［タイプ］ ［メリット］

［メリット］［期間］

［期間］

 ◆ インターンシップを受け入れる目的（何を実現したいか）の設定が重要！
まずは、目的をしっかりと考え定めましょう。社内の関連部署とも連携し、全社で共有できる体制を整えましょう。

 ◆ プログラム（内容）のタイプと期間について
目的によって、プログラム（内容）のタイプと期間の組み合わせを検討しましょう。

職場見学型 企業からの説明を聞く、職場見学を
行う。

業界・企業のことを、広く学生に認知させることが可能。
1〜2年生への実施もしやすい。

業務補助型 社員が取り組む業務内容を
体験する。 入社意欲の高い学生に出会える。入社後のミスマッチの解消。

人手不足の解消。業務の推進。社内活性化。
体験密着型 営業・販売社員等に同行して業務を

体験する。

課題解決型 地域や企業が抱える課題に対する
解決のために主体的に取り組む。 入社意欲の高い学生の獲得。入社後のミスマッチの解消。

若者の発想（アイデア）の活用。社内活性化。新規事業や変革プロジェクトの推進。
プロジェクト参加型 広報、イベント、商品開発など

の企画・運営に携わる。

1DAY 1日 中・長期型と比べて少ないリソースで実施でき、学生と接触する機会
を持つことができる。短期 2日〜5日

中期 1週間〜2週間 学生と企業の相互理解を深めることができる。採用見込が早期に立てられ
経費削減につながる。採用時のミスマッチが解消。長期 1ヵ月以上



受入体制の整備

 ◆ 役割分担を明確にし、全社で連携して
　 　　　　　　　　　　　 受け入れる体制を整えましょう。

役
　
　
割

責任者（経営者またはリーダー）
インターンシップ全体を監督し、学生のすべての活動に対して判断・決定ができる。

受入窓口担当部署
インターンシップの連絡調整窓口。実施部署を決めたり、各種書類の作成など。　

受入部署指導担当者
安全に作業できる環境をつくり、直接学生の指導を行う。受入部署内で最低1名は配置。

受入可能人数の検討

目的や内容にもよりますが、1人の指導担当者が見ることができる人数は最大3人までと言われています。管
理・監督が行き届く範囲で受入人数を検討しましょう。

受入期間の検討

現在実施されているインターンシップは、1DAY（1日）から、短期（2日～5日）、中期（1週間～2週間）、長期（1ヵ月以上）

と様々です。「目的を達成するために必要な期間は？」「受入部署（指導担当者）が何日程度対応可能か？」などを
踏まえながら関係部署で協議・検討したうえで決定しましょう。

受入可能時期の検討

決算期などの繁忙期は避けた方が良いでしょう。また、試験や行事などが多い時期は参加が見込めないかもし
れません。逆に、夏休み（8月～9月）や春休み（2月～）などは学生が参加しやすい時期となりますので、自社の業務
状況や学校側の事情などを考慮して決定しましょう。



プログラムの作成

 ◆ 目的やプログラムのタイプと期間の
　　　    　　　　　　組み合わせからプログラム内容作成へ
企業・学生双方にとって実りあるインターンシップとするために、どのようなプログラム内容が効果的か？を検討し
ます。以下の［考え方のサンプル］を参考に検討・作成してみてください。

目的 自社の認知度を上げ、興味を持ってほしい

タイプ 職場見学型・業務補助型

期間 1DAY〜短期

プログラム作成の視点
・企業の今後の展望や夢を伝える
・活躍する若手社員との交流の場を設ける
・自社の強みを理解してもらえる体験内容にする

目的 採用ミスマッチの防止と定着の促進

タイプ 業務補助型・体験密着型

期間 短期〜中期

プログラム作成の視点
・業務全体の流れや工程を体験してもらい考えさせる
・様々な年代や部署の社員との交流機会を設ける
・企画会議に参加してもらう

目的 若手社員の育成につなげ、職場を活性化したい

タイプ 体験密着型・課題解決型

期間 中期〜長期

プログラム作成の視点
・若手社員を指導担当にあてる
・指導計画作成〜実施〜フィードバックまで一任する
・課題解決策（企画）を学生と共同でプレゼンする

目的 新しい視点のアイデアを収集し、新規事業（商品開発）の参考にしたい

タイプ 課題解決型・プロジェクト参加型

期間 中期〜長期

プログラム作成の視点
・学生がチームでリサーチ〜企画立案を行う
・販路や販売方法、広報戦略まで考えてもらう



 ◆ インターンシップの導入・実施サンプル（日程等のイメージ）

時 間 内 容 担 当

13：30～14：00 店舗案内 店長

14：00～14：30 食品小売業界の動向・企業概要（沿革など） 総務課

14：30～15：30 社員との座談会 総務課社員

15：30～16：00 バイヤー業務体験 指導担当社員

16：00～16：30
参加学生からの気づきの発表・
指導担当社員からのアドバイス

総務課社員・
指導担当社員

日 程 内 容 担 当

1日目
オリエンテーション（企業概要説明・工場案内）
基本研修（生産管理の基礎・ものづくりについて）

総務課

2日目 生産管理研修①・実習（生産計画の確認、機械の作動など） 指導担当社員

3日目 生産管理研修②・実習（品質管理、検査など） 指導担当社員

4日目 生産管理研修③・社員との座談会
指導担当社員
総務課社員

5日目 報告会（参加学生からの気づきの発表・指導担当社員からのアドバイス）
総務課社員
指導担当社員

食品小売業　　期間：1DAY

自動車部品製造業　　期間：短期（5日間）

  目的
■ 自社のPRを行い認知度を上げたい。　■ 若者のキャリア教育に協力したい。

  プログラム作成ポイント
お客様目線で考えること、気づくことの重要性を伝えるとともに、小売業への関心を喚起できるように。

  目的
■ 自社のPRを行い認知度を上げたい。　■ 自社の若手社員の育成につなげたい。

  プログラム作成ポイント
ものづくりは工夫と改善の連続であることを感じてもらうため、生産～出荷の一連の流れを
見学できる内容に。研修と実習を織り交ぜて、理解しながら取り組めるようにした。

 職場見学型

業務補助型



受け入れ時のフォローとコミュニケーション

 ◆ 学生への指導や問いかけの重要性
実りあるインターンシップにするためには、受け入れ期間中の指導や問いかけも重要です。企業からの一方的
なPRとならないように、学生の理解度やモチベーション、緊張具合や表情など様々な部分に配慮しながら、コ
ミュニケーションを取りつつ相互理解を深めましょう。

 ◆ 学生が直面した壁を乗り越えさせる仕掛けを考える
事前の準備を十分にしていても、最初から最後まで問題なく、成果を出す学生はほとんどいません。必ず壁にぶ
つかり、モチベーションが低下したり、悩んだりします。この壁を自ら乗り越えることが成功体験となり、それは学
生が成長する機会にもなります。目の前の壁（直面した課題や問題）をどうやって乗り越え・修正させていくか、その
ための適切なフォローが重要です。

 ◆  チャレンジが止まった学生の後押し
壁にあたらない学生がいたとしたら、多くの場合は「チャレンジしていない、またはできていない」だけかもしれませ
ん。もしくは、多少の成果が出たことに満足し、それ以上のチャレンジを止めてしまったかもしれません。こういった
学生には、背中を押しチャレンジを促す取り組みが必要となります。

 ◆  学生が陥りやすい状況の例

※それぞれの問題に気づいたら、原因を把握した上で、早い段階で適切なアドバイスやフォローなどの
　対処をしましょう。対応する、指導担当社員のスキルアップにも役立ちます。



評価とフィードバック

終了後の振り返りは、学生にとってはもちろんのこと、受入企業にとっても大きな学びがあります。貴重な外部
の意見や視点を得る機会でもあり、社内人材育成の大きなノウハウにもなり得ます。

◆学生に対する評価
大学側から、受入企業に対して学生の実習結果・評価などの報告を依頼される場合があります。その際は、可能な限り協
力をしましょう。大学が成績評価の参考にするだけではなく、学生はインターンシップでの体験を社会で活躍している企業
の皆さんに評価されることでモチベーションアップにつながり、今後の就職活動に活かしていくことができるからです。

◆大学が開催するインターンシップ報告会
「インターンシップ報告会」「インターンシップ成果発表会」などを開催する大学もあります。他の企業のインターンシップへ
の取り組み状況も分かるので、招待されたらできるだけ参加しましょう。大学や学生に対して感じたことや要望などがあれ
ば伝えましょう。大学とのより良い関係構築のためにも情報交換は必要です。

◆学生へのアンケート実施
インターンシップ終了後に学生からアンケートを取り、次回のインターンシップと通常業務に活かしましょう。アンケート用紙
を作成して学生に記入してもらうのが基本ですが、口頭でヒアリングをしている企業もあります。仕事に対して先入観のな
い学生の意見や視点には、新商品・新サービスや業務改善の新しい切り口などのヒントが見つかることがあります。

◆社内での見直し・フィードバック
インターンシップ終了後に、当初の目的がどれほど達成できたか？ の評価をしましょう。結果を社内にフィードバックすること
は、インターンシップの効果の把握だけではなく、社内業務を見直す上でも重要な作業になります。インターンシップが計
画通りに実施できなかった場合には、どこに問題があったのか？どうすればよかったのか？を検討する必要があります。この
評価をもとに、次回のインターンシップの内容を改善していきましょう。インターンシップを実施して、結果的に採用にもつな
がっている企業は、この改善を繰り返しています。初めての導入でうまくいかなかったとしても、次回またその次と改善を重
ねてクオリティを上げ、大学・学生・企業の3者にメリットがあるインターンシップにしていくことが大切です。

Point！ 終了報告書作成時の項目（例）

次のインターン生にとっても重要な指標になると同時に受入企業にとっても会社に対する生の声を聞く重要な資料となります。
あえてフォーマット化せず、書式や文字量も任意で記載・作成してもらいましょう。

■基本情報 ［氏名・大学・学部・学科・実施期間］

■業務報告 どのような業務に取り組んだか・その業務は社内でどのような役割のものだったか
 業務遂行上で直面した課題や悩みと、それらに対する具体的な対応方法。
 業務上の具体的な成果や社内に与えた影響など。

■個人報告 今回のインターンシップの経験の中で自分自身が最も変わったことは何か。
 目標を達成するために心がけたこと。
 今回のインターンシップで最も影響を受けたことは。

■企業に関する報告 受入企業の長所と短所。
 企業やインターン担当社員に対する提案及び感想など。



ここまで読み進めていただいた方は、

実りあるインターンシップの実現に向けて、

一歩踏み出しています。

インターンシップを通して得られる

若者の力（意見やアイデア）を

事業に活かし、社員のスキルアップに活用し、

企業の成長へとつなげましょう！

そして、優秀な人材の発掘や出会いの場となるよう

ぜひ、実りあるインターンシップの実現にチャレンジしてみてください。

さあ、始めましょう。

徳島県労働雇用戦略課
徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」でも

情報発信しています。



新型コロナウイルス感染拡大防止のために

～十分な感染予防対策を講じた上で実施してください～

３密（密集・密閉・密接）を徹底的に回避する
・人との間隔はできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける
・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける
・こまめに換気をする

日常的に感染防止を心がける
・参加者の検温をはじめとする体調管理の徹底
・発熱、体調が優れない者は参加させない
・マスク着用、手洗い手指消毒、
咳エチケットなど、基本的感染防止対策の徹底
・共用する物品などは最小限にする

施設・設備の安全を確保する
・「感染拡大予防ガイドライン」の実践
・入口等には消毒設備、
対面場所には透明カーテンなどを設置する
・換気と消毒を徹底する

とくしまスマートライフ宣言！
～「新しい生活様式」を取り入れた
「感染症に強い徳島」づくり～


